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平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 (非連結) 
平成18年１月31日 

上場会社名  株式会社ナノ・メディア              （コード番号：3783 東証マザーズ） 

 (ＵＲＬ http://www.nanomedia.jp) 

問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役社長 藤野 千明             ＴＥＬ：03（5770）5641 

      責任者役職・氏名 取締役副社長  北島 直樹 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 四半期財務諸表の作成基準               ： 中間財務諸表作成基準 

 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 

 ③ 会計監査人の関与                   ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 

  の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のため 

  の手続きを受けております。 

 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

（１）経営成績の進捗状況                               （百万円未満切捨て） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期）純利益 

        百万円  ％        百万円  ％        百万円  ％       百万円  ％ 

18 年３月期第３四半期     2,313 －      118 －      96 －      94 － 

17 年３月期第３四半期       － －      － －      － －      － － 

（参考）17年３月期     2,984      182      178      259 

 

 
１株当たり四半期 

（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益 

          円   銭          円   銭 

18 年３月期第３四半期     5,818  05     5,688  97 

17 年３月期第３四半期       －  －       －  － 

（参考）17年３月期     18,361  39       －  － 

（注）１． 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２． 平成17年３月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため各項目の前年同四半期実 

      績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における我が国の経済は、企業収益の回復が個人消費へ波及し、海外経済における原油価格高騰の影

響への注意は継続して必要であるものの、景気は着実に回復してきております。 

 携帯電話加入契約数は、平成17年 12 月末には前年同期比5.5％増の 9,011 万台に到達し、第３世代移動通信サー

ビス（３G）対応の携帯電話契約数は前年同期比 58.8%増の 4,189 万台となり、第２世代移動通信サービスからの一

層の世代交代が進むと共に、2005 年 12月より一部地域において試験放送が開始されました地上デジタルテレビにお

ける携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」の視聴可能端末が発売される等、携帯電話端末の多様化・多機能化によ

る携帯電話向けサービスの市場拡大が見込まれます。（出所：社団法人電気通信事業者協会） 

 このような状況下、エンタテインメント部門においては、新規サイトの立ち上げならびに既存サイトの充実による

有料課金会員数増加に取り組み、メディア部門においては、EPG 事業の拡大ならびに放送と通信の連携分野でのサー

ビス展開に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 2,313百万円となりました。経常利益については上場に係る経費及

び新規サイトの立ち上げ等による業容拡大に伴う諸経費の負担等により 96百万円となっております。 
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①エンタテインメント部門 

 当第３四半期におきましては、既存サイトのコンテンツ充実に加え、10 月にはバック等の人気ブランドである株

式会社サマンサタバサジャパンリミテッドから発信するファッション情報や携帯サイト限定商品を販売する公式サ

イト「サマンサタバサ ワールドウォーカー」を開設いたしました。これらの結果、有料課金会員数は期初 90.4 万

人から 109.6万人まで増加いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 1,884 百万円となりました。 

 

②メディア部門 

 当第３四半期におきましては、放送と通信の連携分野におけるサービス展開を積極的に推進しており、KDDI 株式

会社との協業によるFMチューナー搭載携帯電話の普及に伴うFM事業拡大やワンセグ放送チューナー内蔵の携帯電話

において、チューナーと EPG が連動するアプリをプリインストールいたしました。また、EPG（電子番組表）事業に

おいてはキャリア（KDDI 株式会社・ボーダフォン株式会社）との協業によるプリインストールアプリ（出荷時にイ

ンストール済み）の増加などにより、有料課金会員数が期初11.7 万人から16.8 万人に増加いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 428百万円となりました。 

 
部門別売上高 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 事業部門 

金 額（百万円） 構成比（％） 金 額（百万円） 構成比（％）

エンタテインメント部門 1,884 81.5 2,520 84.5 

メディア部門 428 18.5 463 15.5 

合  計 2,313 100.0 2,984 100.0 

 

（２）財政状態の変動状況                               （百万円未満切捨て） 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

           百万円           百万円             ％         円    銭 

18 年３月期第３四半期              5,184           4,216               81.3     211,853     69 

17 年３月期第３四半期         －         －         －      －  － 

（参考）17年３月期        1,702         728        42.8    49,653   32 

 

（３）キャッシュ・フローの状況                            （百万円未満切捨て） 

 営業活動による 

キャシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期  末  残  高 

           百万円           百万円           百万円           百万円 

18 年３月期第３四半期         321        △410        3,193        3,563 

17 年３月期第３四半期         －         －         －         － 

（参考）17年３月期         283        △315         207         458 

 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は固定資産の取得及び短期借入金の

純減額等により減少したものの、営業活動による収入及び公募増資等による収入があったこと等から前事業年度末に

比べ3,105百万円増加の3,563百万円（前事業年度末458百万円）となりました。 

 当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

 



－ 3 － 
 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は321百万円となりました。 

  これは、主に売上債権及び前払費用の増加により168百万円減少したものの、預り金の増加223百万円と税引前第 

 ３四半期純利益94百万円の計上や減価償却費が192百万円発生したこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は410百万円となりました。 

  これは、サーバー等の有形固定資産の取得による支出38百万円、無形固定資産の取得による支出327百万円及び 

 投資有価証券の取得による支出24百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は3,193百万円となりました。 

  これは、公募増資等による収入3,393百万円と短期借入金の純減額200百万円によるものであります。 

 

（注）平成17年３月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、比較を省略しております。 

 

 

３．平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期利益 
中間 期末  

 百万円         百万円 百万円 

通 期      3,400       332      303 

円   銭 

0   0 

円   銭 

0  0 

円   銭 

0  0 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   15,224 円 73 銭 

 （注）1株当たり予想当期純利益は予定期末発行済株式数19,905株により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当期の業績見通しにおきましては、９月中間期以降のモバイルコマースにおいて、当初予想していた商品取扱高を

売上高として計上し、商品原価を売上原価として計上する「グロス計上」の案件から、手数料収入部分のみを売上高

として計上する「ネット計上」の受託案件への変更があったこと。また、今期中に計画しておりましたモバイルコマ

ースならびにソリューションの受託が、一部翌期へ持ち越される見込みになったことにより、売上高が当初予想から

446百万円程度下回る見通しとなりました。 

 利益面につきましては翌期に持ち越される売上高の減少による影響から、当初予想を、経常利益におきまして39

百万円、当期純利益におきまして19百万円程度下回る見通しとなりました。 

一方で、メディア部門のおけるワンセグ放送のチューナー内蔵携帯電話にてチューナーとEPGが連動するアプリ等、

携帯電話へのEPGアプリの標準搭載化、またエンタテインメント部門における公式サイトの有料課金会員数等、当社

の中核事業に関しましては当初の計画通り順調に推移しております。  

その結果、当期の業績見通しにつきましては、売上高3,400百万円（前期比113.9％）、経常利益332百万円（前期比

186.8％）、当期純利益303百万円（前期比116.7％）となる見込みです。 

 

（注） 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、多分に不確定な要素 

    を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により上記の予想数値と異なる場合があります。 
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４．第３四半期財務諸表 

  （１）第３四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金  1,064,267   446,548   

２．売掛金  866,475   758,713   

３．有価証券  1,499,984   ―   

４．たな卸資産  247   1,633   

５．短期貸付金  999,670   ―   

６．その他  158,858   110,163   

貸倒引当金  △4,073   △4,983   

流動資産合計   4,585,430 88.4  1,312,074 77.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

（１）工具器具及び備品  72,574   98,243   

（２）その他  18,201   16,541   

有形固定資産合計  90,776   114,784   

２．無形固定資産        

（１）ソフトウェア  246,756   164,004   

（２）その他  120,172   17,087   

無形固定資産合計  366,928   181,091   

３．投資その他の資産        

（１）敷金  96,168   77,634   

（２）その他  45,008   17,271   

投資その他の資産合計  141,176   94,906   

固定資産合計   598,882 11.6  390,782 22.9 

資産合計   5,184,312 100.0  1,702,857 100.0 
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当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金  392,663   421,237   

２．短期借入金  200,000   400,000   

３．未払金  80,342   66,380   

４．未払法人税等  7,040   4,807   

５．その他 ※2 287,318   81,520   

流動負債合計   967,364 18.7  973,946 57.2 

負債合計   967,364 18.7  973,946 57.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   1,765,325 34.1  317,000 18.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  2,203,137   257,532   

資本剰余金合計   2,203,137 42.5  257,532 15.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１．第３四半期（当期） 
  未処分利益 

 248,485   154,378   

利益剰余金合計   248,485 4.7  154,378 9.1 

資本合計   4,216,947 81.3  728,910 42.8 

負債資本合計   5,184,312 100.0  1,702,857 100.0 
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  （２）第３四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,313,137 100.0  2,984,003 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,298,186 56.1  1,757,925 58.9 

売上総利益   1,014,950 43.9  1,226,078 41.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   896,438 38.8  1,043,551 35.0 

営業利益   118,512 5.1  182,526 6.1 

Ⅳ 営業外収益 ※1  262 0.0  265 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※2  22,365 0.9  4,703 0.1 

経常利益   4.2  6.0 

Ⅵ 特別損失   

96,409 

1,904 0.1  

178,089 

― ― 

税引前第３四半期 
（当期）純利益 

  94,504 4.1  178,089 6.0 

法人税､住民税及び 
事業税 

 397   530   

法人税等調整額  ― 397 0.0 △82,126 △81,596 △2.7 

第３四半期 
（当期）純利益 

  94,107 4.1  259,685 8.7 

前期繰越利益(△損失)   154,378   △105,306  

第３四半期 
（当期）未処分利益 

  248,485   154,378  
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  （３）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益  94,504 178,089 

減価償却費  192,243 263,987 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △910 2,761 

受取利息  △6 △109 

支払利息  2,337 4,560 

固定資産除却損  1,904 ― 

売上債権の増加額  △107,762 △244,489 

たな卸資産の減少額（△増加額）  1,386 △1,633 

前払費用の増加額  △60,506 △6,594 

仕入債務の増加額（△減少額）  △28,574 222,111 

預り金の増加額（△減少額）  223,640 △191,873 

その他  5,990 63,178 

小計  324,246 289,989 

利息の受取額  11 120 

利息の支払額  △2,189 △5,979 

法人税等の支払額  △530 △580 

営業活動によるキャッシュ・フロー  321,537 283,550 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △38,141 △124,326 

無形固定資産の取得による支出  △327,962 △161,544 

投資有価証券の取得による支出  △24,000 ― 

敷金の差入による支出  △18,534 △29,642 

その他  △1,561 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △410,199 △315,513 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △200,000 80,000 

株式の発行による収入  3,393,930 127,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,193,930 207,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,105,268 175,037 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  458,653 260,046 

Ⅵ 合併による現金及び現金同等物の増加額  ― 23,569 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末 
（期末）残高 ※1 3,563,921 458,653 
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を 

   採用しております。 

(1）有価証券 

 

― 

   

 (2）たな卸資産 

 商品 

  移動平均法による原価法を採用し 

  ております。 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却 

  の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、建物については定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで 

あります。 

建物        ３～18年 

工具器具及び備品  ２～15年 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに 

ついては、社内における見込利用 

可能期間（２年～５年）に基づいて 

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準  貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える 

 ため、一般債権については貸倒実績 

 率により、貸倒懸念債権等特定の債 

 権については個別に回収可能性を勘 

 案し、回収不能見込額を計上してお 

 ります。 

  貸倒引当金 

同左 

 

 

４．リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転 

 すると認められるもの以外のファイ 

 ナンス・リース取引については、通 

 常の賃貸借取引に係る方法に準じた 

 会計処理によっております。 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金 

 及び容易に換金可能であり、かつ、価 

 値の変動について僅少なリスクしか負 

 わない取得日から３ヶ月以内に償還期 

 限の到来する短期投資からなっており 

 ます。 

同左 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月31

日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 

注記事項 

 （四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              266,967 千円               209,887 千円 

 ※２ 消費税等の取扱い   

     仮払消費税及び仮受消費税は、相殺のうえ、  

    金銭的重要性が乏しいため、流動負債の「そ 

    の他」に含めて表示しております。 
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 （四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息        6 千円     受取利息        109 千円 

         原稿料収入       121  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息      2,337 千円 

    新株発行費     20,027 千円 

    支払利息       4,560 千円 

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

    有価固定資産    57,232 千円     有形固定資産    104,860 千円 

    無形固定資産    135,010     無形固定資産    159,127 

 

 （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と貸借対 

   照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成17年12月31日現在）

    現金及び預金勘定       1,064,267千円 

    流動資産「有価証券」     1,499,984   

    流動資産「短期貸付金」     999,670   

    現金及び現金同等物      3,563,921千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に 

   掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成17年3月31日現在） 

   現金及び預金勘定        446,548千円 

   流動資産「その他」（預け金）   12,105   

   現金及び現金同等物       458,653千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  －  －  

 
 

11 

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第３四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第３四半
期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及び備品 6,375 4,677 1,697 

ソフトウェア 12,953 12,521 431 

合計 19,328 17,199 2,129 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及び備品 6,375 3,535 2,839 

ソフトウェア 12,953 10,578 2,374 

合計 19,328 14,114 5,214 

  
(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 2,107 千円 

１年超       443 

合計 2,550 千円 
  

 
１年内  4,442 千円 

１年超      1,420 

合計 5,862 千円 
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相  

当額 
 

支払リース料  3,461 千円

減価償却費相当額       3,084 

支払利息相当額        149 
  

 
支払リース料 4,796 千円

減価償却費相当額       4,279 

支払利息相当額        382 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

 定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 （5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額と 

 の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に 

 ついては、利息法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

  同左 

    

 

（有価証券関係） 

  当第３四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

 

 時価評価されていない主な有価証券の内容                        

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 

コマーシャル・ペーパー 

非上場株式 

500,000 

500,000 

499,983 

24,000 

 

     前事業年度末（平成17年３月31日）において、該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日）及び前事業年度（自 平成16年 

 ４月１日 至 平成17年３月31日）において、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 211,853.69円 

１株当たり第３四半期純利益金額 5,818.05円 

  

 
１株当たり純資産額 49,653.32円 

１株当たり当期純利益金額 18,361.39円 

  
潜在株式調整後１株当たり第３四    5,688.97円 

半期純利益金額 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 １株当たり第３四半期（当期）純利益金額   

  第３四半期（当期）純利益（千円） 94,107 259,685 

  普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

  （うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） 

  普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 

  （千円） 
94,107 259,685 

  期中平均株式数（株） 16,175 14,143 

 潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期） 

 純利益金額 
  

  第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― 

  普通株式増加数（株） 367 ― 

  （うち新株予約権 （株）） （367） （―） 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当 

 たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ 

 た潜在株式の概要 

 

― 

 新株予約権２種類（新株

予約権の数412個）。 

 

（重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 




